
 
  
 

 

 

 

 
  

『ふるさとを愛し、夢や希望をはぐくむ』大宮中学校 
◇大宮学園教育目標  『自他を尊重し、自ら学ぶ子どもの育成』 

    ◇目指す子ども像   ○意欲的に学び、チャレンジする子ども  （知） 

               ○自他を大切にし、思いやりのある子ども （徳） 

               ○心身を鍛え、活動的な子ども      （体） 

◇大宮中学校重点目標『ふるさとを愛し、夢や希望をもって未来を切り拓く、 

心豊かでたくましい生徒の育成』 

～子どもたちの「がんばろう」という気持ちを引き出し高める指導を目指す～ 

 

 今年度より校長としてお世話になります吉岡秀一と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

校門に咲きほこる満開の桜もと、４月７日（木）には、新しく 14名

の教職員が加わり、８日（金）には 87名の新入生を迎え入れ、令和４

年度が本格的にスタートしました。 

大宮中学校では、今年度も３つの基本を大切にします。一つ目は自分こと、二つ目は自分以外の周

りの人のこと、そして最後に自ら学ぶということです。これは大宮学園教育目標「自他を尊重し、自

ら学ぶ子どもの育成」でもあります。 

学校生活の中で、最も長く時間を充てる教科授業をはじめ、あらゆる教育活動において「自分には

良いところがある」と実感すること。また、大宮中学校・大宮学園で最も大切にしてきた人権尊重を

基盤に、自分以外の周りの人のことを大切にすること。さらに、中学生として、自分で考え、自分で

決定することを通して子どもたちの「がんばろう」という気持ちを引き出し高める指導を大切にし

ます。家庭・地域の皆様と連携を深めながら、全校生徒 261名が「繋がる」（今年度の生徒会スロー

ガン）ことにより無限の可能性を伸ばせるよう、教職員一同全力で努力してまいります。 

新しい時代を創造していく教育活動の推進を目指し、一層安心して学校生活に取り組む環境づく

りを進めるという趣旨のもと、新入生から新たな制服を導入します。また、より良い学校生活を自分

たちで創ろうと、生徒会本部を中心に全校で学校生活のきまりも見直しました。様々な価値観をも

つ仲間のことを大切にし、相手の側に立って物事をとらえるという視点も大切にしてほしいと願っ

ています。 

大宮学園（大宮中校区保幼小中一貫教育）８年目となる今年は、新たなスローガン「楽しもう 進

もう 深めよう 虹色の絆 ～あいさつでつながろう大宮学園～」のもと、保・幼から小・中学校卒

業まで 10年間一貫した教育をさらに推進します。保護者の皆様、また、大宮学園学校運営協議会（大

宮学園コミュニティ・スクール）をはじめとする地域の皆様には、児童・生徒たちの頑張りを支えて

いただくとともに、本校及び学園の教育に対しましてこれまでと同様にご理解やご支援をお願い致

しまして、年度当初のご挨拶とさせていただきます。 

校長 吉岡 秀一 

〒629-2501 216 
TEL(0772)64-2201／FAX(0772)64-2210 

HP 

       第１号 

新入生入学の辞



 

 

 

４月14日（木） ＰＴＡ委員総会 ※１ 

20日（水） ＰＴＡ運営委員会 ※２ 

23日（土） ＰＴＡ総会 

25日（月） 修学旅行（～4/27水） ※３ 

28日（木） 振替休業日（4/23土分） 

各行事は「感染予防対策を講じたうえでの開催」

に向けて準備をしています。状況を踏まえて中

止・変更・規模縮小等をせざるを得ないこともあ

ります。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

（詳細は各行事の案内でお伝えします。） 
 

※１ ＰＴＡ委員総会 

各地区から選出された役員と各学級役員の皆

様にお集まりいただき、各専門部正副代表の選出

や活動方針を検討していただきます。 

※２ ＰＴＡ運営員会 

ＰＴＡ委員総会で選出された代表の皆様にお

集まりいただき、ＰＴＡ総会の提案資料を確認し

ていただきます 

※３ 修学旅行 

宿泊先、見学先、旅行業者をはじめ、多くの皆

様のご支援のもと、感染症対策を講じながら中

国・四国方面での旅行に向けて準備を進めていま

す。 

 
 

 退職  ～ 長い間、お疲れさまでした ～ 

土井貴美子 先生   田中 秀一 先生 
辻野 睦子 先生   稲本久美子 調理師長 
 

 転出  ～ お世話になりました ～ 

今度 義則 校長先生 網野中学校へ 
齊藤  薫 先生   伊根町教育委員会へ 
小野澤由成 先生   期間満了 
矢谷 秀樹 先生   峰山中学校へ 
田中 隆夫 先生   期間満了 
松村 紘志 先生   長岡京市立 
              長岡第十小学校へ 
大崎 佳苗 先生   京丹後市内小学校へ 
山中レイヤ 先生   大宮第一小学校へ 
川竹百合子 調 理 師 さ ん 峰山中学校へ 
 

  
 着任  ～ どうぞよろしくお願いします ～ 

土田  将 先生   弥栄中学校より 
田中 博道 先生   丹後中学校より 
蒲田 隆志 先生   弥栄中学校より 
野木 真子 先生   大宮南小学校より 
内田 沙月 先生   大宮南小学校より 
芦田ひとみ 先生   丹後中学校より 
清原  卓 先生    
鎌田  龍 先生   弥栄中学校より 
西山 朝美 調理師さん 峰山中学校より 
ﾍﾞｲﾘｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ｼﾞｮﾝ先生  
 
土井貴美子 先生   国語科教員として継続 
田中 秀一 先生   理科教員として継続 
辻野 睦子 先生   心の居場所ｻﾎ゚ ﾀーー として継続 
稲本久美子 調理師長さん 調理師として継続 

 令和４年度 大宮中学校 教職員  
当面の行事等の予定（４月） 

 

校　　長 吉岡　秀一
教　　頭 菅原　貴司
教務主任 眞柴　久和 理科

１年主任・１年１組 蒲田　隆志 理科
１年２組 井上　幸夫 音楽
１年３組 野々垣雄一 社会
副担任 木下　　亮 保体
副担任・教科連携

（久美浜中兼務） 澤　伊津子 美術
副担任 平井眞奈美 保体
副担任 内田　沙月 保体
副担任 土井貴美子 国語 卓球

２年主任 土田　　将 社会 サッカー
２年１組 岩根　勇貴 数学 サッカー
２年２組 葛西　凌也 数学・技術 陸上競技
２年３組 田中　博道 数学
副担任 藤原　　愛 保体
副担任 芦田ひとみ 英語

３年主任 成毛　佳奈 英語
３年１組 西田多恵子 数学
３年２組 山本　伸弘 国語
３年３組 山手　悠司 英語

副担任・小中連携加配 田中　秀一 理科
副担任・通級指導教室 森野  成子 数学

副担任 塚田　佳孝 数学
副担任 上野　彩香 英語

わかびな１組 奥野　哲也 国語
わかびな２組 塩田　麻由 英語
養護教諭 野木　真子
事　　務 足立　雅子

非常勤講師 荻野　文子 国語
非常勤講師 清原　　卓 社会
非常勤講師 荻野　泰弘 理科
非常勤講師 鎌田　　龍 保体
非常勤講師 北村真千子 家庭
保幼小中一貫教育コーディネーター 松田　正夫
地域支援コーディネーター 古村佐智夫
学校用務員 田邊　弘志 中村　泰子
給食調理師長 吉岡　　毅
給食調理師 藤村由美子 蒲田　早苗 西山　朝美 稲本久美子
給食調理員 高尾　朋子 濱岡　郁子

ＡＬＴ ﾍﾞｲﾘｰ ｽﾁｭｱｰﾄ ｼﾞｮﾝ
スクールカウンセラー 本間　　歩
心の居場所サポーター 辻野　睦子
心の教室相談員 中江　　隆
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